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仕事にかかわる意識�

第 2 章�

第1部   基礎データ編�

この章では、アンケートデータの結果から、若
者の仕事にかかわる意識を概観する。全体的な
傾向としては、やりたい仕事を重視する傾向が
共通している一方で、性別や就業形態、結婚の
有無などの状況によって、異なる様子もみられ
た。また、仕事上で必要な態度・能力に対する
自己評価は、就業形態によって異なるだけでな
く、充実感をもって仕事に取り組んでいるかど
うかとも、関係していることがわかった。�

朝永昌孝（1～3節）�
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若者は仕事に対して、どのような意識をも
っているのだろうか。仕事は生活の糧として
の収入を得る手段であるだけではない。自分
のもつ個性や能力を発揮したり、伸ばしたり
するといった自己実現、あるいは仕事を通し
て社会貢献を果たしていくことなど、さまざ
まな側面をもっている。
また、第 1章 1 節でもみたように、仕事を

することにより、多くの時間が仕事に費やさ
れることにもなる。1 人ひとりの限られた時
間の中で、家庭生活や趣味活動といった仕事
以外の活動との間で、どのようにバランスを
とっているのか（とりたいと考えているのか）
ということは、見逃せない観点である。
そこで本節では、若者が仕事をする上でど

のようなことを重視するのかをみていきたい。
まずは有職者に対して、「仕事をする上で重
視すること」を 20項目の中から3つまで選ん
でもらった結果をみよう。

●有職者が重視することの第1位は、
「自分のやりたい仕事であること」

はじめに、「仕事をする上で重視すること」
について、図 2 －1 － 1をみていこう。まず
は、有職者全体の傾向から押さえておく。有
職者全体での数値は、各項目の横に括弧書き
で示してある。
有職者全体でのベスト 5は、①「自分のや

りたい仕事であること」（43.7％）、②「給料

が高いこと」（37.8％）、③「職場の雰囲気が
よいこと」（37.4％）、④「自分の個性や能力
が生かせること」（35.4％）、⑤「長期間安定
して働けること」（21.3％）である。ここで
は、仕事の内容、収入、職場の様子、能力の
発揮、就業の安定性、とさまざまな側面があ
げられていることがわかる。

●有職の男性は「自分のやりたい仕事で
あること」、女性は「職場の雰囲気が
よいこと」を重視

引き続き、図 2 － 1 － 1で性別にみると、
男女ともベスト 5 の項目の中身は同じだが、
その順位が異なっていることがわかる。男性
が重視することの第 1位は「自分のやりたい
仕事であること」（45.8％）である。これに
対して、女性の第 1位は「職場の雰囲気がよ
いこと」（49.8％）であった。ただし、女性
も第 2位は「自分のやりたい仕事であること」
（40.3％）であり、男女とも「やりたい仕事」
は重視される傾向にある。
さらにみていくと、いくつかの少数意見に

ついて、性別による違いがみられる。「地理
的条件がよいこと」（男性9.6％＜女性18.4％）、
「育児と両立できること」（男性2.7％＜女性
17.3％）、「好きな時間に働けること」（男性
3.9％＜女性11.6％）といった項目は、女性の
ほうが男性よりも選択している割合が高くな
っている。

仕事をする上でとくに重視することの第1位は、男性有職者だと「自分のや
りたい仕事であること」、女性有職者だと「職場の雰囲気がよいこと」。全体的
にみると、性別や就業形態を問わず、やりたい仕事であることを重視する傾向
にある。�
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●働く上で「育児と両立できること」を
重視する女性既婚者は4割

育児との両立や地理的条件などの項目は、
仕事の内容そのものというよりも、働く上で
の条件に関するものである。こうした条件を
生み出す要因の 1 つとして、「結婚」が考え
られるだろう。そこで、性別ごとに既婚未婚
を分けてみてみよう（表2 －1 －1）。
これによると、「地理的条件がよいこと」

については、既婚未婚による違いはあまりみ
られなかった。しかし、「育児と両立できる
こと」を選択した割合は、男性未婚0.3％、
男性既婚5.8％、女性未婚4.1％、女性既婚
39.9％となっており、女性既婚者で圧倒的に
高いことがわかる。また、「好きな時間に働
けること」についても、男性未婚4.5％、男
性既婚3.1％、女性未婚9.4％、女性既婚
15.4％と、やはり女性既婚者で高い傾向がみ
られた。このように女性既婚者だと、結婚や
育児が働く上での条件に影響を与える大きな
要因になっていることが見て取れる。
また、これ以外の項目についてもみると、

「給料が高いこと」は、男性既婚者が重視す
る傾向がみられ（男性未婚38.7％、男性既婚
47.0％、女性未婚31.5％、女性既婚28.9％）、
「職場の雰囲気がよいこと」については、女
性未婚者が重視しているようだ（男性未婚
29.4％、男性既婚30.1％、女性未婚54.9％、
女性既婚41.0％）。
このように、仕事をする上で何を重視する

かということは、「結婚」といった生活状況
の違いにも影響されていると考えられる。

●就業形態を問わず、自分の「やりたい
仕事」を重視。しかし、就業形態によ
る違いもみられる

次に、就業形態による違いをみてみよう。
「仕事をする上で重視すること」を就業形態
別にみたものが、表 2 －1 － 2である。ここ
では第10位までを順にあげている。
まず、重視していることの順位から特徴を

みてみよう。いずれの就業形態でも、「自分
のやりたい仕事であること」は上位に位置し
ており、自分の志向が重視されている。さら
に、「自分の個性や能力が生かせること」も
上位にある。
一方、就業形態による特徴もみられる。正

規社員では「長期間安定して働けること」
（23.6％）が、非正規社員では「自分のやり
たいこと（趣味など）と両立できること」
（20.7％）が第 5 位に入っている。また、自
営自由業では「自分のやりたいこと（趣味な
ど）と両立できること」（24.2％）が第 4位に、
「好きな時間に働けること」（21.4％）が第 5
位に入っている。
また、選択されている割合自体の違いもみ

られる。たとえば、「自分のやりたい仕事で
あること」は、自営自由業での選択率が高く
（正規社員43.9％、非正規社員39.9％、自営自
由業51.6％）、「給料が高いこと」は正規社員
が高い（正規社員41.0％、非正規社員32.2％、
自営自由業31.3％）。また、「職場の雰囲気が
よいこと」は、非正規社員が高い（正規社員
36.6％、非正規社員46.9％、自営自由業18.1
％）。
このように、就業形態と仕事をする上で重

視することとの間には、密接なかかわりがあ
ると考えられる。
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 男性  女性�
 未婚 既婚 未婚 既婚�

自分のやりたい仕事であること 46.3 45.0 40.8 39.6�

給料が高いこと 38.7 47.0 31.5 28.9�

職場の雰囲気がよいこと 29.4 30.1 54.9 41.0�

自分の個性や能力が生かせること 41.5 39.8 26.6 27.1�

長期間安定して働けること 20.8 21.4 22.1 21.2�

休みが多いこと 20.4 20.8 21.0 14.3�

自分のやりたいこと（趣味など）と両立できること 18.0 14.8 18.2 13.2�

仕事を通して資格や技術が身につけられること 16.2 14.6 15.0 5.9�

地理的条件がよいこと 11.1 7.8 18.9 17.6�

人や社会の役に立つこと 11.1 14.6 6.7 4.0�

育児と両立できること 0.3 5.8 4.1 39.9�

好きな時間に働けること 4.5 3.1 9.4 15.4�

資格を生かせること 4.9 4.9 7.1 10.3�

人と接する機会が多いこと 3.9 3.5 4.5 5.1�

将来独立して事業ができること 4.6 4.3 2.4 1.1�

働く会社に将来性があること 3.7 4.9 3.2 0.0�

人や社会から尊敬されること 2.2 3.9 0.6 1.1�

国際的に働けること 1.9 1.4 0.9 0.7�

働く会社の知名度が高いこと 1.2 1.7 1.1 0.4�

その他 0.4 0.4 0.9 0.0
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       �
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 正規社員 非正規社員 自営自由業�

　1 位 自分のやりたい仕事であること 職場の雰囲気がよいこと 自分のやりたい仕事であること �
 （43.9） （46.9） （51.6）�

　2 位 給料が高いこと 自分のやりたい仕事であること 自分の個性や能力が生かせること�
 （41.0） （39.9） （45.1）�

　3 位 自分の個性や能力が生かせること 給料が高いこと 給料が高いこと�
 （37.5） （32.2） （31.3）�

　4 位 職場の雰囲気がよいこと 自分の個性や能力が生かせること 自分のやりたいこと（趣味など）と �
 （36.6） （25.4） 両立できること（24.2）�

　5 位 長期間安定して働けること  自分のやりたいこと（趣味など）と 好きな時間に働けること �
 （23.6） 両立できること（20.7） （21.4）�

　6 位 休みが多いこと 地理的条件がよいこと 職場の雰囲気がよいこと�
 （21.2） （20.0） （18.1）�

　7 位 仕事を通して資格や技術が身につけ 休みが多いこと 長期間安定して働けること�
 られること（15.5） （19.6） （15.4）�

　8 位 自分のやりたいこと（趣味など）と 長期間安定して働けること 休みが多いこと �
 両立できること（13.9） （18.1） （13.7）�

　9 位 人や社会の役に立つこと 育児と両立できること 育児と両立できること（11.0）�
 （11.6） （14.9） �

10位 地理的条件がよいこと 好きな時間に働けること 仕事を通して資格や技術が身につけら�
 （11.5） （14.3） れること（8.8）�
�

表2－1－1　仕事をする上で重視すること（性別×既婚未婚別）�

表2－1－2　仕事をする上で重視すること（就業形態別）�
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注1）有職者のみ分析。�
注2）複数回答。「その他」を含む全20項目より3つまで選択。�

注1）有職者のみ分析。�
注2）複数回答。「その他」を含む全20項目より3つまで選択。上位10項目までを示した。�
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前項では、有職者が仕事をする上でどのよ
うなことを重視するのかをみてきた。これを
受けて、現在、仕事をしていない人にも、同
様の項目を用いて、もし働くとしたらどのよ
うなことを重視するかをたずねた。
ここでは、有職者と同様の20項目の中から、

「もし働くとしたら、仕事をする上でどのよ
うなことを重視するか」を 3つまで選んでも
らった結果をみていく。

●無職は、有職者に比べて、「好きな時間
に働けること」を重視

図2－ 1－ 2は、「もし働くとしたら、仕事
をする上でどのようなことを重視するか」を、
無職と専業主婦について示した結果である。
はじめに、無職について重視することをみ

てみよう。順にあげると、①「職場の雰囲気
がよいこと」（44.1％）、②「自分のやりたい
仕事であること」（41.5％）、③「自分の個性
や能力が生かせること」（37.3％）である。
こうした点は、順位や選択されている割合の
違いこそあるものの、前項でみた有職者とも
共通している点である。
一方、違いもみられる。「給料が高いこと」

については、無職で重視している割合は21.2
％なのに対し、有職者全体だと37.8％である。
反対に、「好きな時間に働けること」につい
ては、無職だと20.3％であるのに対し、有職
者全体の場合だと6.9％であった（図表省略）。

●専業主婦は育児との両立が最大の条件

次に、専業主婦についてみてみよう。重視

することを順番にみてみると、「育児と両立
できること」が、70.1％と圧倒的である。次
いで、「自分のやりたい仕事であること」が
41.4％、「好きな時間に働けること」が34.7％
となっている。
仕事をするならば、その内容が「自分のや

りたい仕事であること」を重視はするけれど
も、育児との両立や、そのために時間の融通
がきくかどうか、といった現実的な条件を重
視している様子がわかる。

●就業の有無や、就業形態を問わず、「自
分のやりたい仕事であること」を重視
する傾向

ここまでの結果をみてくると、就業の有無
や、就業形態の違いを越えて、「自分のやり
たい仕事であること」が重視されていること
がわかる。その一方で、就業の有無や結婚と
いった、仕事や生活状況の違いにより、仕事
をする上でどのようなことを重視するのかは
異なってもいる。
現在の仕事や生活の状況は、仕事をする上

での価値観によってもたらされているという
ことは考えられるだろう。しかし一方で、現
在の仕事や生活の状況が、仕事をする上で何
を重視して考えるかという価値観を生み出し
ている側面も考えられる。あるいは、価値観
というよりも、仕事をする上での条件となっ
ているという側面もあるだろう。
実際には、こうした側面は絡み合っている

ものと考えられるが、仕事に対する考え方と、
仕事や生活の状況とが、密接に関連している
ということは言えるだろう。

就業の有無を問わず、「自分のやりたい仕事であること」を重視することは共
通。しかし、無職では、有職者に比べて「好きな時間に働けること」を重視。
また、専業主婦は育児との両立が最大の条件。�

2.　もし働くとしたら、仕事をする上で重視すること（無職・専業主婦）�
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図2－1－2　もし働くとしたら、仕事をする上で重視すること（就業形態別）�
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注1）有職者以外を分析。�
注2）複数回答。「その他」を含む全20項目より3つまで選択。�
注3）上位3位までを　　　　と表示。�
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仕事ではさまざまな場面に遭遇する。仕事
の内容やその成果に楽しさや充実感を感じる
ことがある一方で、その過程では仕事の大変
さや、ときにはわずらわしさを感じることも
あるだろう。仕事内容や職場環境と、個人の
志向や資質とのマッチングは、しばしば問題
にのぼるところでもある。

●正規社員の57.3％は、「仕事量が多く
て大変だ」と感じている

図2－2－1では、「仕事をしていて感じるこ
と」を就業形態別に示してある。項目は全体
で「そう」（「とてもそう」＋「まあそう」、以下
同）の割合が大きかったものから順に並べた。
まずは全体の傾向をみると、もっとも多い

のは「自分の個性や能力に合った仕事だと思
う」という回答である（60.1％）。「仕事が楽
しい」「仕事にやりがいを感じる」などの肯
定的な評価も 5割を超えている。
一方で、「仕事量が多くて大変だ」「仕事を

やめたいと思う」といった否定的な評価も5割
前後である。また、「給料や待遇に満足してい
る」と回答した割合は34.8％にとどまり、3人
に 2 人の有職者は不満をもっているようであ
る。
次に、就業形態別では、「自分の個性や能

力に合った仕事だと思う」「仕事が楽しい」
「仕事にやりがいを感じる」といった回答は、
就業形態を問わず、5割を超えている。
一方で、「仕事量が多くて大変だ」と業務

量に負担を感じている正規社員は57.3％と、

非正規社員（37.7％）や自営自由業（41.7％）
に比べて、約20ポイントも高い。また、非正
規社員では「仕事を通じて自分の能力が高ま
っていると感じる」と回答した割合が、自営
自由業では「給料や待遇に満足している」と
回答した割合が、他の就業形態に比べて低い
傾向がみられる。

●仕事にやりがいを感じている既婚者

視点を変えて、「仕事をしていて感じるこ
と」について、既婚未婚別に示したものが図
2 －2 －2である。
これによると、「仕事にやりがいを感じる」

に「そう」と回答した割合は、未婚49.9％＜
既婚60.7％と、既婚者のほうが高い。反対に、
「仕事をやめたいと思う」に「そう」と回答
した割合は、未婚51.1％＞既婚40.6％と、未
婚者のほうが高くなっている。また、これ以
外の項目の結果をみても、概して未婚者より
も既婚者のほうが、現在の仕事に対して肯定
的な評価をしている傾向がみられた。
もちろん、結婚をしているかどうかが、そ

のまま現在の仕事に対する意識に結びつくわ
けではない。前述した就業形態や、それに伴
う実際の仕事の内容などが、大きな影響要因
であることは間違いない。にもかかわらず、
こうした結果がみられた 1 つの理由として、
結婚という生活面での状況が、仕事を行う動
機づけになっているといった可能性が考えら
れるだろう。結婚と仕事との明確な関連性は
わからないが、興味深い。

「自分の個性や能力に合った仕事だと思う」「仕事が楽しい」「仕事にやりがい
を感じる」といった回答は、就業形態を問わず、5割を超えている。「仕事量
が多くて大変だ」と感じているのは正規社員に多い。�
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●仕事の充実感

図 2 － 2 － 1および図 2 － 2 － 2において
は、現在の「仕事をしていて感じること」に
ついて、細かくみてきた。そこで次に、これ
らの項目をもとに、もう少し全体的な意識を
捉えてみよう。
「仕事をしていて感じること」の設問を全
体的にみると、現在の仕事に対して肯定的な
意識をもっているかどうかを表すものと考え
られるだろう。言い換えるならば、若者が充
実感をもって仕事に取り組んでいるのかどう
かを表す指標のようなものと言えるだろう。
そこで、「仕事をしていて感じること」をた
ずねた 9項目の回答を得点化して合計し、こ
れを「仕事の充実感」を表す指標と見なしたい。
具体的には、 9 項目のうち、「仕事量が多

くて大変だ」「仕事をやめたいと思う」「職場
の人間関係がわずらわしい」といった否定的
な意識を示す 3 項目については、「とてもそ
う」：1点～「ぜんぜんそうでない」：4点の
ように得点化した。一方、それ以外の 6項目
については、「とてもそう」： 4 点～「ぜん
ぜんそうでない」： 1点のように得点化した。
これらの得点を合計したものが「仕事の充実
感」の指標となる。なお、ここでは、得点の
分布がほぼ 3 等分ずつになるように「充実
感・高」「充実感・中」「充実感・低」という
3 つの充実感レベルに分けた上で、結果をみ
ていく。

●就業形態にかかわらず「仕事の充実感」
のレベルはさまざま。ただし、「仕事
の充実感」が高い人の割合は、正規社
員で低い傾向も

図2 －2 －3は、就業形態別に、 3つの「仕
事の充実感」レベルの構成比をみたものであ
る。これによると、それぞれの充実感レベル
の構成比は、就業形態にかかわらず、 3 ～ 4
割程度ずつである。このように、就業形態に
かかわらず、仕事に対して充実感をもってい

る人と、そうではない人が存在していること
がわかる。
ただし、「充実感・高」の割合をみると、

正規社員では30.6％と、非正規社員（39.0％）
や自営自由業（39.0％）に比べて、低い傾向
にある。これは、先に図 2 － 2 － 1 でみたよ
うに、正規社員では、非正規社員や自営自由
業に比べて、「仕事量が多くて大変だ」と感
じている人の割合が高いことが一因と考えら
れる。
本章 3 節ならびに、第 2 部 1 章 2 節では、

この「仕事の充実感」レベルの分類を用いな
がら、分析を行う。

●仕事をもっている若者の54.3％が
現在の仕事に「満足している」

最後に、仕事に対する総合的な満足感をた
ずねた項目についてみておこう。具体的には、
「総合的に考えて、あなたは現在の仕事にど
の程度満足していますか」とたずねて、4段
階で回答を得ている。図 2 －2 －4は、全体、
性別、就業形態別で示したものである。
まず、全体でみると、仕事をもっている若

者の54.3％が、現在の仕事に「満足している」
（「とても満足している」＋「まあ満足してい
る」、以下同）と回答している。現在の仕事
に満足している若者と、不満を感じている若
者は、ほぼ半々ずつといってよいだろう。
次に、性別にみると、「満足している」と

いう回答は、男性だと51.0％、女性だと59.4
％であり、女性のほうが8.4ポイント高い。
一方、就業形態別では、正規社員53.6％、非
正規社員55.9％、自営自由業52.7％であり、
差はみられない。

●同じ非正規社員でも、男性より女性の
ほうが「満足している」割合が高い

では、性別と就業形態とを組み合わせて、
仕事に対する満足度との関連をみるとどうな
るのであろうか。図 2 －2 － 5は、性別ごと

●若者の仕事生活実態調査報告書�
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の就業形態別に、仕事に対する満足度を示し
たものである。
これによると、男性については、非正規社

員で「満足している」との回答が少ない（男
性正規社員52.8％、男性非正規社員39.4％、
男性自営自由業50.0％）。一方、女性につい
ては、就業形態による満足度の差はみられな
い（女性正規社員56.1％、女性非正規社員
62.3％、女性自営自由業58.1％）。
さらに、図 2 －2 －5では、視点を変えて、

同じ就業形態の間で、性別によって「満足し
ている」割合に差があるかどうかを比較する

こともできる。これによると、同じ非正規社
員であっても「満足している」と回答した割合
は、男性と女性では大きな開きがある（男性
非正規社員39.4％＜女性非正規社員62.3％）。
さらに、女性非正規社員の間でも、未婚者と
既婚者では、「満足している」割合に差がみ
られる（未婚の女性非正規社員51.8％＜既婚
の女性非正規社員75.7％、図表省略）。
このように、仕事に対する満足度には、性

別、結婚の状況、就業形態などが、複雑に絡
まりあって関係しているようだ。

●若者の仕事生活実態調査報告書�

仕事を遂行する上ではさまざまな力が必要
とされる。企画を立てたり目標を設定したり
すること、熟考すること、人とコミュニケー
ションをとること、そして判断を下すこと、
等々である。
本節では、こうした仕事をする上で必要と

考えられるさまざまな態度や能力をあげ、自
分がどの程度できていると思うかをたずねた
結果をみていきたい。
ところで、仕事の内容に応じて、実際に必

要とされる力の種類や水準はさまざまであ
る。回答は自己評価であるため、ここでの結
果は、仕事上で必要とされる態度や能力の絶
対的な水準を表しているというよりも、いわ
ば自信を表しているものと考えられる。以下
では、こうした点を念頭におきつつ結果をみ
ていく必要がある。また、仕事内容によって
は、そもそも仕事上で必要とされない態度や
能力もあるだろう。こうした場合には回答者
に「判断できない」という選択肢を選んでも
らった。

●自信があるのは、「与えられた仕事を
着実にこなすこと」「人と協力しなが
ら仕事を進めること」

有職者全体で「できている」（「よくできて
いる」＋「まあできている」、以下同）の割

合がもっとも高かったのは、「与えられた仕
事を着実にこなすこと」の86.5％である。つ
づいて「人と協力しながら仕事を進めること」
（76.6％）が続く。一方、低かったのは、「リ
ーダーシップを発揮すること」（30.7％）、「人
前で上手に発表すること」（31.9％）である
（図2 －3 －1）。

●将来の目標をもって仕事をしている
非正規社員は、3人に1人程度にと
どまる

就業形態別に「ふだんの仕事のなかででき
ていること」をみたものが、図 2 －3 － 2で
ある。これによると、多くの項目で就業形態
による差がみられるが、特徴的な結果をいく
つかあげてみよう。
「将来の目標をもって仕事をすること」が

「できている」という回答は、正規社員と自
営自由業では 5割程度だが、非正規社員では
3 人に 1 人程度にとどまる。「人と協力しな
がら仕事を進めること」は、非正規社員で自
信をもっている割合が高い。また、「自分の
適性や能力を把握すること」は、正規社員で
「できている」との回答が多く、 3 人に 2 人
にのぼる。「人が思いつかないアイデアを出
すこと」は、自営自由業で高い。

有職者が自信をもっているのは、「与えられた仕事を着実にこなすこと」
（86.5％）、「人と協力しながら仕事を進めること」（76.6％）。就業形態別
にみると、将来の目標をもって仕事をしている非正規社員は、3人に1人
程度にとどまる。�

ふだんの仕事のなかで�
できていること�
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図2－3－1　ふだんの仕事のなかでできていること�
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図2－3－2　ふだんの仕事のなかでできていること（就業形態別）�
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注）有職者のみ分析。�
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●「仕事の充実感」が高いほど、さまざま
な仕事における態度・能力に自信をも
っている

ここまで、「ふだんの仕事のなかでできて
いること」について、就業形態別などによる
結果をみてきた。これはいわば客観的な状況
による分析である。そこで、もう 1つの視点
として、個々人の仕事に対する主観的な意味
づけを分析軸として、「ふだんの仕事のなか
でできていること」をどう考えているのかを
みてみたい。
ここでは、本章 2節で定義した「仕事の充

実感」によって違いをみていこう。「ふだん
の仕事のなかでできていること」を、仕事の
充実感レベル別に分析した結果が、図 2 －
3 －3である。数値は、「できている」（「よく
できている」＋「まあできている」）の割合
を示した。
これによると、いずれの項目でも、「充実

感・低」＜「充実感・中」＜「充実感・高」
の順に「できている」と回答した割合が高く
なっている。すなわち、仕事の充実感が高い
人ほど、仕事における態度・能力に対して、
自信をもっていることがわかる。

●「仕事の充実感」との関連がとくに深
い態度・能力は、「将来の目標をもっ
て仕事をすること」

しかし、さらに詳しく項目ごとにみると、
その違いはさまざまである。そこで、仕事の
充実感と関連が深いと思われる項目を取り上
げる 1 つの方法として、「充実感・低」と
「充実感・高」の差に注目してみた。
これによると、もっとも「できている」と

回答した割合に差がみられたのは、「将来の
目標をもって仕事をすること」で、「充実
感・低」では24.5％だったのに対し、「充実
感・高」では63.1％と、38.6ポイントの差が
ついていた。
以下、差が大きかった項目を第 5位まであ

げてみると、「自分の考えをわかりやすく説
明すること」で28.9ポイント差（「充実感・
低」41.2％＜「充実感・高」70.1％、以下同）。
さらに、「自分から率先して行動すること」
で27.8ポイント差（42.9％＜70.7％）、「自分
の適性や能力を把握すること」で26.4ポイン
ト差（50.6％＜77.0％）、「自分の感情を上手
にコントロールすること」で22.6ポイント差
（52.9％＜75.5％）となっている。
このように、「目標設定」「表現」「自主性」

「自己理解」「自己制御」といった態度・能力
は、仕事の充実感と関連していることがわか
る。そこで、第 1 部 3 章 4 節、ならびに第 2
部 1 章 3 節では、これらの 5つの態度・能力
に焦点をあてて、さらに分析を行うこととす
る。
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図2－3－3　ふだんの仕事のなかでできていること（仕事の充実感レベル別）�
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「よくできている」＋「まあできている」の％�

注 1）有職者のみ分析。�
注2）仕事の充実感…「仕事をしていて感じること」をたずねた9項目より算出。「仕事量が多くて大変だ」「仕事をやめたいと思う」「職

場の人間関係がわずらわしい」の3項目については「1. とてもそう」：1点～「4. ぜんぜんそうでない」：4点とし、それ以外の項
目については「1. とてもそう」：4点～「4. ぜんぜんそうでない」：1点としてすべてを合計し、ほぼ3等分になるように充実感・
高、中、低を設定した。　�
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